【回答 】新 しい コミ ュニテ
その 他で は、 都市 計画道
ィ・セ ンタ ーで は、 赤間地 路の今 後の 計画 や、 コミュ

迫力ある赤間太鼓

区を介 護予 防の モデ ル地区 ニティ 運営 協議 会に 軽貨物
として 介護 予防 の機 器等の 自動車 の配 車、 市議 会の議
設置を 検討 する 。ま た、介 事 録 な ど の 設 置 も 要 望 さ

護事業 につ いて は、 コミュ れ、二 十一 時す ぎに 懇談会
ニティ と今 後協 議を すすめ は終了しました。
ていきたい。

躍動・賑わい

あり！

九月 三十 日（ 金） 十九時 ① 行財 政改 革に おけ る補 助
から、 働く 女性 の家 で市長 金の見直しについて
や助役 など の参 加で まちづ 【回答 】市 の各 種補 助金を
くり懇 談会 が開 催さ れまし 見直し 、各 コミ ュニ ティに
交付金として交付する。
② 宗像 市が 目指 すコ ミュ ニ
テ ィづ くり の長 期ビ ジョ ン
を示してほしい

晴天の九月二十三日

（金・祭日）、赤間大道芸ま
つりは 約六 千五 百人 のお客
さんで 賑わ いま した 。遠く

笑い ・ 感動・

関西や 鹿児 島か らの 大道芸
この 大道 芸ま つり には商
人さん 、三 十組 以上 で約千
工会・ 区長 会・ 食進 会・教
人のヨ サコ イ、 教育 大生有
育大生 ・ヘ ルス 推進 員・赤
志のソ ーラ ン節 、赤 間太鼓
間区や 各区 の方 ・消 防団・
など、 感動 と楽 しい 賑わい
交通安 全協 会の 方々 百六十
のある 祭り にな りま した。
人以上 のボ ラン ティ アのみ
当日は 区長 会が つき たて餅
なさん が、 テン トや 看板立
の販売 、赤 間区 福祉 会によ
て駐車 場の 誘導 など 献身的
る無農 薬野 菜の 販売 など、
に舞台 裏を 支え てい ただき
六十四 店の フリ ーマ ーケッ
ました 。紙 面を お借 りして
トなど が声 高に お客 さんを
お礼を申し上げます。
呼び込みました。

－１－

た。懇 談会 には 、赤 間コミ
ュニテ ィか ら役 員と 区長な
ど二十 五名 と赤 間地 区出身
の市議 会議 員、 各区 の傍聴

者が多数出席しました。
【回答 】市 が進 める コミュ
懇談 会で は、 赤間 コミュ ニティ は、 住民 自治 の確立
ニティ から 事前 に提 出して で住民 主体 のま ちづ くりで

いて

場所、 ルー ト等 の案 内表示
の検討をしている。
④ 介護 予防 の取 り組 みに つ

取り組みの現状について
【回答 】一 斉放 送シ ステム
（戸別 受信 機等 ）や 、避難

八 年 度 に コ ミ ュ ニ テ ィ ・セ
ンター の建 設が ある 、これ
を機会に関心を高めたい。
③ 災害 時に おけ る宗 像市 の

いた四 項目 につ いて 、市か ある。 その 主旨 を広 報や各
ら次の よう に回 答が 出され 自治会 の説 明会 で啓 発して
ました。（概要記載）
いきた い。 赤間 地区 では十

あ い さ つ さ れ る 原 田 慎太郎市長
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当 日 は台 風一 過の 三十 度
を越す 真夏 のよ うな 暑さの

一 般 交 流 の 部 優 勝 の 広 陵 台１丁目

九月九日 金( 、)城山中学校
に赤間 地区 まち づく り推進
協 議 会発 行の 、赤 間地区 歴
史・観光ガイドブック「つた

がたけ」を寄贈しました。「つ

たがた け」 は赤 間地 区全戸
に配布 いた しま した が、反

響が大 きく て、 地区 内外か
ら「ぜ ひ、 購入 した い」な
どの問 い合 わせ をた くさん

頂きま した 。残 念な がら、
個人的 なご 要望 には 添えま
せんで した が、 城山 中学校
からの「地元の調べ学習に、

校長

ました。

多いた め、 寄贈 され た多大
な冊数 に大 変感 激さ れてい

ぜひ利 用し たい 」と の声に
は応え まし た。 同校 図書司
書の海 老原 先生 も生 徒数が

安部常美

～市大会出場をかけて熱戦～
九月 十八 日（ 日） 城山中
学校グ ラウ ンド にお いて、

します。
こ の 大会 を通 じて 、地 域
の交流 と親 善、 さら には三

－２－

中でし たが 、各 チー ムとも
十月三 十日 （日 ）に 行われ
る市大 会へ の出 場権 を目指
して熱 い戦 いを 繰り 広げま
した。その結果、成績は
＊一般交流の部
優勝
広陵台一丁目

城山中学校（生徒 774 人）の要望にこたえ、
45 冊の「つたがたけ」を寄贈しました
となりました。
こ の 四チ ーム が市 大会 へ
出場し ます 。ご 健闘 を期待

赤間地区まちづくり推進協議会編集・発行

世 代 間の 交 流が で きま し
た。ス タッ フの 皆様 、前日
からの 準備 や当 日の 大会運

主催：健康福祉部会・環境整備部会

公民館 活動 部会 主催 のグラ
ウンド ゴル フ大 会が 開催さ
れ、各 地区 から 一般 交流十
一チー ム、 世代 間交 流十チ
ームが参加しました。
平田 副会 長の 開会 あいさ
準優勝 田久Ｂチーム
＊世代間交流
優勝
田久チーム
準優勝 陵厳寺チーム

赤間地区歴史・観光ガイドブック
営、お疲れ様でした。

②『地域の安全対策』
～泥棒からの被害をなくそう！』
【講師】宗像警察署 生活安全課
防犯係
小坪 正美 係長

城山中学校

①『口は禍いのもと、患いのもと』
～生きる原点としての口の働き～
【講師】ｳｪﾙｶﾑ・ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
（医学博士）中島 幸一 院長

吉田義男さん

日：平成 17 年 10 月 23 日（日）
間：午後 1 時 30 分～3 時 30 分頃
所：働く女性の家
容：

期
時
場
内

つ、続 いて 村山 部会 長の競
技説明 ・諸 注意 のあ と、そ
れぞれ の位 置に つき 、開始
の合図 のも と一 斉に スター
トしました。

世 代 交 流 で は 子 ど も た ち も大活躍

ストレッチ体操
日 曜

行

1

火

2

水 第６回健康福祉部会

3

木 文化の日

4

金

5

土

6

日 城山ふれあい登山（公民館活動部会）

7

月

8

火

9

水

10 木
11 金
12 土
13 日

場
講

時：１０月２１日（金）
９：３０集合(10：00～11：30)
所：働く女性の家
師：宗像ﾕﾘｯｸｽｱｸｱﾄﾞｰﾑ 運動指導士
〈問合せ先〉健康づくり課 ℡：36-1187
担当：田中

釣川支流【名残川】清掃活動
ご参加のお願い

城山ふれあい登山
日

釣川支流の名残川を清掃しましょう！
みなさんのご参加をお願いします。

時：11 月 6 日（日）

主催:環境整備部会

午前 9 時 15 分集合
午前 9 時 30 分出発
集合場所：福岡教育大付属幼稚園

日

時：１０月３０日（日）
９：00 集合 １時間半程度

持 ち 物：軍手・長ぐつ・タオル
＊ 雨天の場合は、中止します。
問合せ：ｺﾐｭﾆﾃｨ事務局 32-5640

正門前
持 ち 物：飲み物、タオル
＊ 雨天の場合は、中止
＊ 詳しくは後日回覧予定です。

←福岡

14 月

日

事

ヘルス推進員

パチンコ

【集合場所】

15 火
16 水

徳重交差点

パチンコ 駐車場
赤間→

17 木 第３回あかまなかよしサロン

←名残

18 金
19 土

21 月

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

時 間：10：00～12：00
場 所：赤間公民館 大広間
参加費：無料
直接会場へお越しください。
（青少年育成部会）

北九州→

20 日

集合場所

名 残川
ｶｰｼｮｯﾌﾟｱﾐﾃｨ

22 火
23 水 勤労感謝の日
24 木
25 金

「心と体」～事例が訴える～

跨線橋の落書き消し
26 土
（青少年育成部会・環境整備部会）

講

日

師：産業医科大学 名誉教授
元・京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学長
本多 正昭 先生
時：１０月２２日（土）午後３時～

場

所：赤間病院

27 日
28 月
29 火
30 水

【訂正とお詫び】
前号で 10 月 30 日を「釣川一斉清掃」
と記載していましたが、環境整備部会
主催の名残川清掃を計画しています。
「釣川一斉清掃」は 10 月 23 日です。
訂正してお詫びを申し上げます。

行事の件での問合せ先は、事務局（32-5640）

－３－

４階

会議室

※参加は無料です。お気軽にご参加ください。
【問合せ】赤間病院 ℡：0940-32-2206

宗像市消費者センターからの

相 談
息子の借金返済を手伝うために、自分の年金を担保にお金
を借りようと思う。“年金担保融資”と書かれた広告を見
たが、申し込んでも大丈夫か？

気を付けよう！
安心のために！

アドバイス
年金を担保に融資を受けることは、法律で原則として禁止
されています。唯一「独立行政法人福祉医療機構」だけが、
金融機関の窓口受付で公的年金担保貸付を認められてい
ます。（貸付利率は、現在年利１.４％です。）
・ 貸金業者は、年金などの公的給付受給者の借り入れ意
欲をそそるような表示や説明をしてはいけません。
・ 貸金業者は、公的給付が振り込まれる銀行口座などの
預金通帳・キャッシングカード・年金証書などを預か
ることはできません。

★★

心配がある時は下記にお電話を

宗像市消費者センター
TEL
３３－５４５４
FAX
３３－５４６９

違反事業者には罰則が科せられ、行政処分の対象にもなります ★★

貸金業者から年金を担保に借り入れはできません！くれぐれもご注意を！！
《作 り 方》
① 大豆もやしはひげ根を取り、２つに切ってゆでる。

て、Ｃで味付けする。
⑤ 牛肉はつけ汁ごと炒り煮する。
⑥ ご飯の上に具を並べ、白ごま と細切りにしたのりを
かける。
（健康福祉部会

食生活改善推進会）

－４－

編集後記

一大イベントで
ある大道芸まつりも
大成功で終わりまし
た。ここ二年、事務局
内でバタバタしてい
ましたが、今年は写真
を撮るために会場へ
行って祭りの雰囲気
を味わってきました。
やっぱりお祭りは
最高！スタッフの
皆様、お疲れ様でし

た。 コミュニティ事務局

《材 料》（２人分）
麦ごはん
300ｇ
大豆もやし
40ｇ
にんじん
20ｇ
牛肉薄切り
60ｇ
しょうゆ
大さじ 1/2 強
酒
大さじ 1/2
Ａ
みりん
大さじ 1/2
ほうれん草
100ｇ
すりごま
大さじ１
しょうゆＢ
小さじ１強
ごま油
小さじ 2/3
ぜんまい水煮
40ｇ
ごま油
小さじ１
砂糖
小さじ 1/3
みりん
大さじ 1/2
Ｃ
酒
大さじ 1/2
しょうゆ
大さじ 1/2
白炒りごま
小さじ 1
焼きのり
1/2 枚

にんじんはせん切りにして、さっとゆでる。
② 牛肉は繊維にそってせん切りにし、Ａに漬け込む。
③ ほうれん草はゆでて３ｃｍに切り、Ｂをかけておく。
④ ぜんまいはさっとゆでて３ｃｍに切り、ごま油で炒め

